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平成３０年第１０回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３０年１０月２５日（木） 午後１時３０分から３時４０分 

 

２．開催場所 農業委員会議室 

 

３．議長 岡庭 𠀋夫（会長） 

 

４．出席委員（１８人） 

席次 氏  名 出欠 席次 氏  名 出欠 

１ 矢野  良 出 １０ 篠田 匡章 出 

２ 加藤みつ子 出 １１ 内田 和夫 出 

３ 島根 至代 出 １２ 岡庭 𠀋夫 出 

４ 鶴岡千鶴子 出 １３ 篠田 義昭 出 

５ 戸邉  勲 出 １４ 堀切 秀夫 出 

６ 榎本 貞夫 出 推進 中村 清隆 出 

７ 大久保貴章 出 推進 浅香 利明 出 

８ 中村  誠 出 推進 恩田 英世 出 

９ 岡庭 早苗 出 推進 藤田 裕衛 出 

 

 

５．議事日程 

第１ 開会宣告 

第２ 会長挨拶 

第３ 会議録署名委員の指名 

  第４ 報告第１号 農地改良届出について 

     報告第２号 農地法第５条第１項第１号の規定に基づく届出について 

     報告第３号 農地法第３条第１項の規定による届出について 

     報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出について 

     報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出について 

     報告第６号 証明書の発行状況について 

  第５ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可を承認することについて 

     議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について意見を求める件 

     議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について意見を求める件 

     議案第４号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

     議案第５号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について 

  第６ その他 
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     （１） 審議会、協議会の報告について 

     （２） その他 

  第７ 閉会宣告 

 

６．農業委員会事務局職員（会議書記） 

    

   局長補佐 名川 伸太郎 

   主  任 貝塚 昭美 

 

７．会議の概要 

戸邉 

会長職務代理 

 委員の皆様、こんにちは。 

 ただいまから、平成３０年１０月農業委員会総会の開催に当たりまして、岡庭

会長より開会宣言及びご挨拶をお願いいたします。 

  

会長 

（以下議長） 

 （開会宣言並びに開会のあいさつ） 

  

  

議長  なお、本日の出席員は全委員の出席でございます。よって、定足数に達してお

りますので、会議は成立していることを報告いたします。 

  

議長  それでは、会議規則第１３条第２項の規定により署名委員の指名をいたします。 

 ７番 大久保委員、８番 中村委員、お願いいたします。 

  

 （本人承諾の返事） 

  

議長  それでは、次第に従いまして、順次進めてまいりたいと思います。 

 まず、報告事項の朗読を事務局にお願いいたします。 

  

名川局長補佐 （報告事項読み上げ） 

  

議長  ありがとうございます。 

 報告事項につきましては、お目通しいただきまして、何かございましたら後ほ

ど事務局までお願いをいたします。 

  

議長  それでは、続きまして、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の許

可を承認することについて」を上程いたします。 

 それでは、議案第１号１番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の許可を承認することについ

て」、１番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、
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権利の種類「贈与」、土地の表示「半田字五反田○○番」、地目「田」、地積「○

○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 なお、こちらの案件については、農地法第３条第２項各号に該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は私岡庭の担当でございます。私から内容説明をさせていただきます。 

 それでは、議案第１号１番につきまして説明させていただきます。 

 （以降申請人、申請地、従事日数、経営状況、農機具保有状況を説明） 

 説明につきましては以上とさせていただきます。よろしくご審議をお願いしま

す。 

  

議長  ただいま議案第１号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

 矢野委員。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 事務局に、家庭内ということですが、どこまでが家庭内というか、その辺を確

認させていただきたいと思います。 

  

名川局長補佐  農業世帯としては２親等までが農業世帯として農地法の中で認められていると

いう形になります。 

  

矢野委員  別に暮らしていても構わないのですか。 

  

名川局長補佐  構わないです。農家台帳のほうも１世帯という形で、この方に関しては登録さ

れております。 

  

矢野委員  わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第１号１番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 
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議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

 １番 家庭内贈与  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１号２番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第１号２番、譲渡人、３名いらっしゃいます。住所・氏名「○○・○○」、

持分１７０分の４０、住所・氏名「○○・○○」、持分１７０分６５、住所・氏

名「○○・○○」、持分１７０分の６５、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権

利の種類「売買」、土地の表示「彦倉２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○

平米」、理由「農業経営拡大」、経営面積「○○平米」。 

 なお、こちらの案件については、農地法第３条第２項各号に該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は堀切委員の担当でございます。堀切委員に内容説明をお願いします。 

  

堀切委員  それでは、ただいまから議案第１号２番の説明をいたします。 

 申請人の住所、氏名、土地の表示、理由、経営面積につきましては、事務局の

説明どおりですので省略させていただきます。 

 （以降申請地、申請人、従事日数、経営状況、農機具保有状況を説明） 

  以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第１号２番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

 島根委員。 

  

島根委員 （挙手により質問） 

 保有する農機具はモーターと田植機と今言われたんでけれども、耕作するとき

はどうしているのですか。 

  

議長  担当委員、わかりますか。 

  

堀切委員  ○反くらいだと買えないのではないでしょうか。 

  

島根委員  ああ、そうですか、やはり委託とかですか。 
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堀切委員  そうです。 

  

島根委員  わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第１号２番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

 ２番 農業経営拡大  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号の上程前に、ビデオ上映に入りますので、事務局で準

備をお願いいたします。 

  

 【議案第２号、第３号に係る申請地のビデオ上映】 

  

議長  それでは、再開をいたします。 

  

議長  議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について意見を求める件」を

上程いたします。 

 なお、今月内容調査会を行った案件について報告いたします。 

 今月は、議案第３号１番、２番、４番について、内容調査会を開催しておりま

す。 

 それでは、議案第２号１番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について意見を求める件」、

１番、申請人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「半田字下ノ割○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」、施設概要「住宅用地（追認）」。 

 申請地の農地区分につきましては、市街地化が見込まれる区域内にある農地で

あり、その規模が１０ｈａ未満であるため、第２種農地であると判断されます。 

 以上です。 
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議長  ありがとうございます。 

 この案件は戸邉代理の担当でございます。戸邉代理に内容説明お願いいたしま

す。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 それでは、ただいまから議案第２号１番についてのご説明をさせていただきま

す。 

 （以降申請人について説明）昔から農業の施設として使っております。線引き

前からのことでございますので、追認という形で申請されております。 

 さして問題はないかと思いますが、皆さんのご審議をよろしくお願いします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第２号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第２号１番に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事へ送付をいたします。 

  

 １番 住宅用地（追認）  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について意見を

求める件」を上程いたします。 

 それでは、議案第３号１番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について意見を求める件」、

１番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権

利の種類「使用貸借」、土地の表示「彦糸２丁目○○番」、地目「畑」、地積「○

○平米分の○○平米」、同じく「彦糸２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○

平米分の○○平米」、計２筆の○○平米分の○○平米、施設概要「ＮＴＴ施設撤

去仮設用地（一時転用）」でございます。 

 申請地の農地区分につきましては、こちらは第１種農地でございます。 
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 以上です。 

  

議長  この案件は中村誠委員の担当でございます。中村委員に内容説明をお願いいた

します。 

  

中村委員  では、ただいまから議案第３号１番の内容説明に入らせていただきます。 

 事務局の説明により、申請人に対しては同じでございますので省略させていた

だきます。また、先ほどのビデオにより、現地に対してもそのとおりでございま

すので省略させていただきます。 

 （以降申請人について説明） 

 利用計画に至りましては重機作業スペース、仮事務所１棟、仮設トイレ１基、

鉄塔除去資材置場としてスペースがございます。 

 被害防除に関しては、南側、西側、東側、仮囲いで１．８ｍ、北側出入り口が

キャスターゲートつきで１．８ｍのゲートでございます。作業敷地内は鉄板敷き、

作業中通行どめとして、あとガードマンを置くということでございます。 

 （資金計画について説明） 

 理由書が出ておりますので、読み上げさせていただきます。 

 （理由書朗読） 

 事業所から今回の現場まで約４３ｋｍ、時間にして６０分だそうでございます。 

 審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第３号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第３号１番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事へ送付をいたします。 

  

 １番 ＮＴＴ施設撤去仮設用地（一時転用）  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３号２番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 
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名川局長補佐  議案第３号２番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「売買」、土地の表示「鷹野３丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく

「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計３筆の○○平米、施設概要「資

材置場用地」 

 申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地であり、その規

模が１０ｈａ未満であるため第２種農地であると判断されます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は内田委員の担当でございます。内田委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

内田委員  それでは、ただいまから第３号２番についてご説明申し上げます。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示等につきましては事務局と同じですの

で、省略させていただきます。また、現地につきましてもビデオどおりですので、

省略いたします。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

 所有している車両につきましては、重機２２台、ダンプ、トラック等２８台だ

そうです。 

 現在使用している資材置場、駐車場の状況ですが、全て自社所有とのことです。

今回の転用目的については資材置場用地ということです。 

 理由書がきていますので、読み上げます。 

 （理由書朗読） 

 利用計画ですが、１０ｔダンプ２台、バックホー２台、残土６７８．７９立米

を置く予定です。 

 隣地の同意は必要ありません。 

 被害防除ですが、北側出入り口、１２ｍ掛ける１２ｍのコンクリート舗装、こ

こに停止線、パネルゲート高さ４．５ｍ、会社看板、アイドリングストップ看板、

新設Ｈ鋼土どめプラス安全鋼板高さ３．０を単管パイプで固定、西側、新設Ｈ鋼

土どめプラス安全鋼板高さ３．０を単管パイプで固定、東側、安全鋼板３．０を

単管パイプで固定、一部クリアフェンスを２カ所設けるということです。また、

市道側は採石を敷くということです。南側、新設Ｈ鋼土どめプラス安全鋼板高さ

３．０を単管パイプで固定、水路側、コンクリート打設、場内砂利敷き及び一部

鉄板敷きとのことです。 

 （資金計画について説明） 

 以上で説明を終わります。何ら問題はないと思われますが、ご審議のほどよろ

しくお願いします。 
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議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第３号２番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第３号２番に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事へ送付をいたします。 

  

 ２番 資材置場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３号３番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第３号３番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」持分２分の１、住所・氏名「○○・○○」持分２分の１、権利の種類「売

買」、土地の表示「前間字江戸川通流作場○○番」、地目「畑」、地積「○○平

米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆○○平米、施

設概要「住宅用地」 

 申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地であり、その規

模がおおむね１０ｈａ未満であるため第２種農地であると判断されます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は榎本委員の担当でございます。榎本委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

榎本委員  それでは、議案第３号３番についてご説明を申し上げます。 

 先ほど事務局のほうから譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示、施設概要に

ついてはご説明があったとおりでございます。また、申請地についても先ほどビ

デオでご確認をいただきましたとおりでございます。 

 （以降、申請人について説明） 

 申請の理由書がありますので、読み上げさせていただきます。 

 （理由書朗読） 
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 利用計画でございますが、専用住宅、木造２階建て、建築面積○○㎡、延べ床

面積○○㎡、駐車スペースが３台分、物置、平家建て、建築面積○○㎡を計画し

ております。 

 隣地の同意はいただいております。 

 被害防除ですが、東側は三郷市の道路に面しまして、この面は特に何もしない

ということです。西側は水路がございまして、深い水路でございますので、新設

のＬ型擁壁をもって対応するとのことでございます。北側については畑がござい

ます。新設のコンクリートブロック４段積みで、一部は３段積みで対応とのこと

でございます。南側については住宅がございます。この面についても特に何もし

ないということです。 

 汚水は雑排処理浄化槽１０人槽で処理の後、西側水路に放流、また、雨水も雨

水集合ますからオーバーフロー分を西側の水路の放流とのことです。 

 その他参考事項として、誓約書がございます。 

 （資金計画について説明） 

 開発要件については、譲受人の６親等以内の親族であります○○さんが調整区

域に２０年以上住まわれているということです。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第３号３番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第３号３番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事へ送付をいたします。 

  

 ３番 住宅用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３号４番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第３号４番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「幸房字中三尺道外○○番」、地目
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「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、

「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計３筆の○○平米、施設概要「駐

車場用地」。 

 申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地であり、その規

模がおおむね１０ｈａ未満であるため、第２種農地であると判断されます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は矢野委員の担当でございます。矢野委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

矢野委員  それでは、ただいまから議案第３号４番の説明をさせていただきます。 

 申請人の住所、氏名、権利種類、土地の表示、施設概要につきましては事務局

の説明どおりであります。また、現地の説明についてもビデオのとおりでありま

すので省略させていただきます。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

  申請理由につきましては理由書が届いておりますので、内容を説明いたしま

す。 

 （理由書朗読） 

「会社から申請地までの距離、時間、約５７ｋｍ、１時間１５分ということです。 

 利用計画がトラクタートレーラー５台、社員駐車場５台分ということです。 

 出入りの時間ですけれども、朝は４時、５時、夕方も夕方の４時、５時という

ことです。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除といたしまして、北側、新設Ｈ鋼板柵土どめプラス単管パイプ柵、高

さ１ｍ、水路際にはコンクリート打設ということです。南側、新設Ｈ鋼板柵土ど

めプラス単管パイプ柵、高さ１ｍ、東側、新設Ｈ鋼板柵土どめプラス単管パイプ

柵、高さ１ｍ、アイドリングストップ看板設置、西側については新設Ｈ鋼板柵土

どめプラス単管パイプ柵、高さ１ｍ、出入り口は８ｍ掛ける９．５ｍのコンクリ

ート舗装に停止線を設置、それと会社看板を設置、そこに、出入り口にチェーン

を設置、それから、施設内は砂利敷きということです。 

 その他参考事項といたしまして誓約書あり。 

 （資金計画について説明）  

問題ないかと思いますけれども、審議をよろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第３号４番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 
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議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第３号４番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事へ送付をいたします。 

  

 ４番 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３号５番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第３号５番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、同じく住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「使用貸借」、土地の表

示「上口１丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、施設概要「住宅用地」。 

 申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地であり、その規

模がおおむね１０ｈａ未満であるため、第２種農地であると判断されます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は堀切委員の担当でございます。堀切委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

堀切委員  それでは、ただいまから議案第３号５番を説明させていただきます。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示、施設概要につきましては先ほど事務

局の説明どおりでございますので省略させていただきます。また、現地の説明に

ついてもビデオのとおりですので省略いたします。 

 （以降、申請人について説明） 

 申請理由ですが、理由書が届いていますので、読ませていただきます。 

 （理由書朗読）  

利用計画ですが、木造２階建て、建築面積○○平米、延べ床面積○○平米、駐

車スペース２台ということです。 

 隣地の同意はあります。 

 防除被害ですが、東側は現状のままということです。西側は親族畑で、特にな

し。北側は親族宅で特になし。南側は親族畑で特になし。 

 汚水は合併処理浄化槽７人槽で処理後、雨水は雨水浸透ますからオーバーフロ

ー分を南側水路へ排水ということです。 
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 その他参考事項といたしましては誓約書があります。 

 （資金計画について説明） 

 開発要件は、譲受人の６親等以内親族である譲渡人が調整区域に２０年以上在

住ということです。 

 以上で説明を終わります。審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第３号５番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第３号５番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事へ送付をいたします。 

  

 ５番 住宅用地  （全員賛成） 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。 

 再開時間は２時５０分でお願いいたします。 

  

 【 20 分暫時休憩】 

  

議長  再開いたします。 

  

議長  次に、議案第４号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」を上程

いたします。 

 では、議案第４号１番について事務局に議案の朗読をお願いします。 

  

名川局長補佐  議案第４号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」、１番、被相

続人住所・氏名「○○・○○」、相続人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示

「戸ヶ崎４丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、

地目「畑」、地積「○○平米」、計２筆、○○平米、経営面積○○平米、相続開

始年月日「平成○○年○○月○○日」。 



14 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は篠田義昭委員の担当でございます。篠田委員に内容説明をお願いい

たします。 

  

篠田義昭委員  それでは、ただいまから議案第４号１番について説明させていただきます。 

 （以降申請地、耕作状況、被相続人、相続人、農機具の保有状況について説明）        

以上で説明を終了いたします。よろしくご審議のほどお願いします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第４号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第４号１番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

議長 続きまして、議案第５号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確

認について」を上程いたします。 

それでは、議案第５号１番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第５号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」、

１番、相続人住所・氏名「○○・○○」、特例農地等の土地の表示「新和丁目○

○番」外４筆の計５筆でございます。全体面積○○平米。都市計画区域に関しま

しては市街化調整区域、こちらは、平成○○年○○月○○日に相続した案件でご

ざいます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は私岡庭の担当でございます。私から内容説明をさせていただきます。 

 それでは、議案第５号１番の説明をさせていただきます。 

 利用状況の確認でございますので、筆ごとに確認をさせていただきました。ま
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ず、新和３丁目○○番、田、これは米をつくっております。もう既に早く稲刈り

したために次の穂が出ているような状況でございます。 

 次、○○番、畑、これはハウスがありまして、周年的にコマツナを作付してお

ります。 

 ○○番、これも畑で、やはりハウスがございまして、コマツナを作付しており

ます。 

 続きまして、５丁目○○番、○○番についてもハウスが連棟でありまして、年

間数回のコマツナ作付をしております。 

 利用状況の確認については以上とさせていただきます。 

 以上でございます。 

  

議長  ただいま議案第５号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第５号１番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

議長  続きまして、議案第５番２番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第５号２番、相続人住所・氏名「○○・○○」、特例農地等の土地の表示

「彦音２丁目○○番」、地目「田」、外６筆の計７筆です。全体面積○○平米、

市街化調整区域でございます。平成○○年○○月○○日に相続があった案件でご

ざいます。 

 以上です。 

  

議長  この案件は中村誠委員の担当でございます。中村委員に内容説明をお願いいた

します。 

  

中村委員  ただいまから議案第５号２番の説明に入らせていただきます。 

 相続人の住所、氏名、土地の表示に関しては事務局の説明どおりでございます

ので省略させていただきます。現地に関しましては補足といたしまして、県道三

郷吉川線を北に向かいましてミニストップ、左側に唐揚げ屋さんがございます。



16 

その先の交差点２個先を左へ曲がって左側３枚目から○○番、、○○番、○○番、

があります。さらにそれを２００ｍほど先へ行きますと右側に建売住宅が見えて

まいりますが、その手前に○○番、○○番、がございます。その北側水路の反対

側を挟みまして○○番、○○番、合計○○平米が全耕作地でございます。現地を

見ましたが、適正に耕作されております。 

 農業経営状況、作業日数でございますが、約６０日とのことでございます。 

 農機具に関してはトラクター１台、田植え機１台、草刈り機１台でございます。

あと作業用軽車両１台。刈り取りに関しては委託とのことでございます。 

 あとは別に問題がないと思いますが、審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第５号２番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第５号２番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

議長  続きまして、議案第５号３番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第５号３番、相続人住所・氏名「○○・○○」、特例農地等の土地の表示

「前間字村東○○番」外２筆の計３筆です。面積○○平米、市街化調整区域、平

成○○年○○月○○日に相続の案件でございます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は榎本委員の担当でございます。榎本委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

榎本委員  それでは、議案第５号３番のご説明を申し上げます。 

 先ほど事務局のほうから相続人、特例農地等の土地の表示、地目、地積、都市

計画区域、相続の発生年月日につきまして説明のあったとおりでございます。 

 私のほうから補足いたしますと、利用状況でございますが、田んぼは、前間小
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学校のすぐから東へ２枚目にありました。わらとかも集めてありましてなかなか

熱心な方だと思いました。そして畑２筆につきましては白菜とキャベツとブロッ

コリーが作付されていました。農地として適正に作付されていましたことをご報

告申し上げます。 

 また、相続人はことし７２歳になる方で、田、畑、全部で○○㎡を耕作してい

る方でありまして、農機具もみんなそろっていまして、何ら問題ないと思います。 

 これで説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第５号３番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第５号３番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

議長  続きまして、議案第５号４番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第５号４番、相続人住所・氏名「○○・○○」、特例農地等の土地の表示

「半田字七反田○○番」外９筆の計１０筆、面積○○平米、市街化調整区域、平

成○○年○○月○○日に相続の案件でございます。 

 以上です。 

  

議長  この案件は榎本委員の担当でございます。榎本委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

榎本委員  それでは、議案第５号４番についてご説明申し上げます。 

 今事務局のほうから相続人、特例農地等の土地の表示、地目、地積、都市計画

区域、相続の発生年月日についてご説明があったとおりでございます。 

 私のほうから農地の利用状況についての補足の説明を申し上げます。 

 半田字七反田については、杉橋養鶏場の南東１３０ｍのところに位置しており

ますが、水田として稲刈りもされていまして、管理されていましたことをご報告

申し上げます。 
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 また、半田三尺外についても稲刈りが済んでおり、管理されていますことを報

告いたします。 

 また、六反田についてはお寺の北西５０ｍのところにございますが、やはり田

んぼとして適切に管理されていました。 

 続きまして小谷堀の新大場川添につきましては、自宅の北側５０ｍのところに

ありますが、畑は麦がつくられており、あとコマツナもつくってありました。田

んぼは田んぼとしてやっておりましたことを報告いたします。 

 相続人は、ことし５８歳くらいになると思います。耕作面積が全部で○○㎡、

農機具も全てそろっていまして、何ら問題がないかと思われますが、よろしくご

審議のほどをお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第５号４番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

 篠田委員。 

  

篠田委員 （挙手により質問） 

 事務局にお伺いしたいのですけれども、例えば委託をされている場合に納税猶

予というのは全く問題なく続くものでしょうか。例えば全部他人に耕作してもら

った場合とかは納税猶予は続くのか、問題ないですか。 

  

名川局長補佐  相続税の納税猶予については、今後農業経営していきますと申請されて、今回

の場合２０年たって、最終的な確認ということで税務署のほうからきているわけ

ですけれども、あくまでも農業経営を行う。耕作委託に関してはあくまでも権限

の中の委託ですので、委託は認められると判断しています。ただ、全体的に賃貸

借していますという話になると納税猶予は該当しないというような解釈をしてい

ます。 

  

篠田委員  わかりました。ありがとうございます。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第５号４番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 
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議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

議長  続きまして、議案第５号５番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第５号５番、相続人住所・氏名「○○・○○」、特例農地等の土地の表示

「小谷堀字古大場川添○○番」、外２筆の計３筆です。面積○○平米、市街化調

整区域、平成○○年○○月○○日に相続された案件でございます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は榎本委員の担当でございます。榎本委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

榎本委員  それでは、議案第５号５番についてご説明を申し上げます。 

 先ほど事務局のほうから、相続人、特例農地等の土地の表示、地目、地積、都

市計画区域、相続の発生年月日についてご説明があったとおりでございます。 

 私のほうから補足いたしますと、この案件はさっきの案件５号４番と同じ世帯

の方でありまして、ことし８１歳になる方であります。 

 土地の利用状況でありますが、大場川添○○番、２筆ありますが、ＮＴＴの建

物がありまして、その南西約５０ｍのところにありまして、田んぼは田んぼとし

て、畑はいろいろな野菜が数え切れないほどやってありましたので、そのことを

報告いたします。また、○○番、○○番につきましては、自宅の北側約５０ｍの

ところにありまして、田んぼとして適切に管理されていましたことをご報告申し

上げます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第５号５番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第５号５番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 
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議長  採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。 

 開会時間は３時２０分。 

  

 【 5 分暫時休憩】 

  

議長  再開いたします。 

  

議長  続きまして６番、その他に移らせていただきます。 

 まず、審議会、協議会につきまして報告がありましたら、挙手にてお願いした

いと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  ないようですので、その他で報告がございましたらお願いいたします 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、事務局からの連絡事項ということで、名川局長補佐からお願いいた

します。 

  

名川局長補佐  事務局からの連絡事項についてご説明いたします。 

① 四市町農政研究会合同研修会 １１月２日 吉川市 

② 農業祭 １１月１７、１８日 

③ 農業委員会日帰り視察研修について ２月２８日 

④ 農業委員等の綱紀粛正について 

  以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、農業振興課からの連絡事項につきまして、名川局長補

佐からお願いいたします。 

  

名川局長補佐 ① 第４５回三郷市菊花展１０月３０日から１１月４日三郷市役所 

② 農業祭について 

  

議長  ありがとうございます。 

 最後に私のほうから補足説明させていただきます。 

 まず、四市町農政研究会の合同研修会でございますが、服装につきましては上

着着用、ネクタイ着用、バッジ着用でお願いしたいと思います。あと農業祭、農
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業委員活動のことですが、種とチラシと軍手と農業新聞と農業新聞の申込書、こ

の５点を袋に入れて配りますので、その作業もお願いしたいと思います。 

 服装については私服で、腕章だけつけますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 日帰り視察研修は、２月２８日木曜日ということで予定しております。研修先

も既に問い合わせをしております。きょう総会終了後に役員会を開きまして了承

を受けた後決定したいと思います。 

 最後に、ことしの台風で農業祭の品目がかなり少ないような気配がありますの

で、協力をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

議長   それでは、以上をもちまして今月の総会は閉会とさせていただきます。 

 閉会に当たりまして戸邉代理より閉会のご挨拶をお願いしたいと思います。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 長時間にわたり慎重なご審議ありがとうございました。 

 今月の総会では、農地法３条で２件が承認、農地法４条で１件が許可相当、農

地法５条で５件が許可相当、相続税の納税猶予に関する適格者証明願で１件が承

認、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認で５件が承認されまし

た。審議の内容を確認するとともに、円滑な総会運営、ありがとうございました。 

 以上をもちましてご挨拶とかえさせていただきます。お疲れさまでした。 
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